
柱５．協働取組の推進・民間団体等への支援
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

大阪府内で活動している府民団体や環境ＮPＯ等の民間団体が行う
（１）実践活動
（２）教育啓発活動
（３）調査研究活動
で、その内容が他の模範となる環境保全活動を補助する。

公募：3～4月
交付決定：6月

非営利の民間
団体

府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/katsudo/
hojyokin.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

株式会社エコスタイルが、地域環境活動を行うNPO等公益的団体に太陽光発電設備を無償
で提供し、NPO等はこの太陽光発電設備を活用して、設備を設置する学校や保育園などと協
働で、地域環境活動を実施する事業

先着順 NPO等 府内
https://www.eco-
st.co.jp/csr/environme
ntal_activity/

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

環境への負荷の低減や自然との共生、快適環境の創造等、自主的かつ積極的に他の模範
となる環境の保全または創造に資する活動に取り組んでいる団体等の活動を表彰する。

推薦募集：６～
９月
表彰式：３月

府内で活動を
行う個人・団
体・事業者

府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/room/pri
ze.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

豊かな環境づくり大阪府民会議の各構成団体が、「府民会議構成団体が取り組む３６の重点
行動」の中から、実施する行動を１つないし複数選択し、それに基づく取組みを決めて、下部
組織に呼びかける。

通年

豊かな環境づく
り大阪府民会
議構成団体及
びその下部組
織

府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/room/kei
kaku.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第21条の４に基づき、協働取組
を推進するための役割分担を定めた協定を締結し、より効果的な環境保全活動を推進する。
 親子連れを対象とした森づくり活動等の環境教育を行う府内NPO団体を支援するため、連
携先が事業の企画提案、経済的支援などの役割を担い、府が助言、情報提供、広報等の役
割を担う。

平成26年1月～ 府内の小学生 府内
http://www.pref.osaka.lg.j
p/chikyukankyo/katsudo/
tokiomarine.html

環境農林水産
部

脱炭素・エネルギー政策課

臨海部の廃棄物処分場である「堺第７－３区」（対象面積100ha）において、府民やNPO等多
様な主体との協働により、自然の力を活かしながら森林、ビオトープ空間等の自然環境を創
出・再生するとともに、環境学習の場や自然とのふれあいの場としての活用を図っている。

平成16年度～
府民
事業者
NPO

堺市西区築港新町
http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/kyousei.h
tml

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

地域住民やＮＰＯ等、様々な主体が協働で実施する緑化活動（校庭の芝生化、花壇作り等）
に対して助成を行い、緑化活動を通したみどりを育てることの大切さを学ぶ仕組みづくりを支
援する。

平成17年度～
緑化活動団体
等

府内

https://www.pref.osaka.
lg.jp/midorikikaku/toshi
ryokka/midorizukuri2.ht
ml

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

大阪府自然環境保全条例に定める「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」等によ
り届出の行われた緑化のうち、府内の都市環境の改善に貢献する緑化や、建築物敷地内の
魅力向上に資する緑化、新たな緑化手法のモデルとなる緑化、既存樹の保存による周辺環
境と調和した緑化等、特に優れた取組みを顕彰する。

平成19年度～ 建築主等 府内
https://www.pref.osaka.
lg.jp/midori/ryokkaseid
o/ryokkashou.html

環境農林水産
部

みどり推進室みどり企画課

府民に自然とふれあう場を提供するため、分収林方式を導入し、府・市町村・森林所有者及
び地元住民が共同して、下刈、除・間伐、枝打ちを中心とした保育作業を行う。

年数回
府民
行政
各種団体

府民参加の森
環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

多様な人々の継続的な森づくりへの参加を一層推進するため、府民・ＮＰＯ、林業関係者、行
政機関さらに企業等の法人も加わった里山保全活動の取り組みに対する支援を行う。

平成17年度～

府民
各種団体
企業
行政

府内の森林
http://www.pref.osaka.l
g.jp/midori/midori/g-
10-adopt-forest.html

環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

おおさか環境賞

みどりづくり推進事業
（活動助成）

太陽光発電設備の設置による地域
環境活動の推進

分野・名称・事業名

大阪府環境保全活動補助金

環境教育及び環境保全活動の促
進に関する協定（締結先：東京海上
日動火災保険株式会社）

豊かな環境づくり大阪行動計画

堺第７－３区
共生の森づくり事業（再掲）

おおさか優良緑化賞

府民参加の森づくり事業

里山保全活動への支援
（アドプト・フォレスト）
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概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課分野・名称・事業名

子どもたちのコミュニケーション能力を高めるなど、「こころの再生」を図るため、企業や地域
が連携して、子どもたちが森に触れ合う場を提供する。

年数回
小学生
中学生
高校生

府内の
森林

http://www.pref.osaka.lg.j
p/midori/midori/g-
10shimizu.html

環境農林水産
部

みどり推進室森づくり課

生物多様性センターおよび近隣3市とともに育成した「水辺に親しむ会」の淀川左岸用水路調
査等を支援し、府民協働で府内の水辺環境の調査を行う。

4月5日
8月12日
11月8日
1月17日

各種団体
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所生物多様
性センター

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

平成31年に編集した「知ろう・伝えようおおさかの生物多様性」などの環境学習に関するプロ
グラムを用いて各団体の環境保全活動を支援する。

通年 各種団体
（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所生物多様
性センター他

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所生物多様性セン
ター

各団体の環境保全活動活動を支援する。また、環境学習に関するプログラムの作成を行う。 通年

府民
各種団体
企業
行政

（地独）大阪府立環境農林
水産総合研究所

（地独）大阪府立環境農林水産
総合研究所

アドプト10周年を機に、清掃活動や緑化の枠を超えた社会的諸課題の解決を目指した産官
学民での地域活動をサポートし、意見交換や情報共有を行うことで、それぞれの取組やそれ
ぞれが持つノウハウやアイデアを交流、連携できる場（プラットフォーム）を創出する。

通年
府民
企業・NPO・学
校等

府内全域
http://www.shoudo-
osaka.org/

都市整備部 事業調整室事業企画課

泉佐野市の丘陵部に19番目の府営公園として、計画段階から、企業、府民、行政が一体と
なって整備を進める。府民と一緒になって事業を進める全国初の「シナリオ型の公園づくり」を
推進する。

府民
企業
行政

泉佐野丘陵緑地
http://izumisano-
kyuryo.jp/

都市整備部 公園課

花の苗を子供たちに育ててもらい、育てた花苗を地域の公共空間などに植替えをするプログ
ラム。植替えの作業などは学校の先生や生徒だけでなく、地域のボランティアと一緒に行う。
府による花苗の提供およびサポートは3年間のみ実施。

通年
小学生
中学生など

学校および周辺地域
http://www.pref.osaka.lg.j
p/koen/jigyou/hanaippai.h
tml

都市整備部 公園課

地元自治会や企業等の団体が自主的に府管理河川において、清掃等のボランティア活動を
実施する場合に、清掃道具の貸出などの支援を行う。

年３回程度実
施

地元自治会・企
業等の団体

府管理河川
http://www.pref.osaka.lg.j
p/kasenkankyo/kanri/ado
ptriver.html

都市整備部 河川室河川環境課

大和川・石川流域等の水質改善を目的に、流域住民を対象に啓発事業として、大和川本川
及び石川沿川河川敷の一斉清掃行う。

3月第１日曜 府民
大和川・石川流域等
府内１０市町約70会場

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kasenkankyo/kyoudou/
yamatogawakurin.html

都市整備部 河川室河川環境課

地元自治会や企業等の団体が自主的に府管理道路において清掃や緑化等のボランティア
活動を実施する場合に清掃道具の貸出などの支援を行う。

月１回以上実
施

地元自治会・企
業等の団体

府管理道路
http://www.pref.osaka.lg.j
p/dorokankyo/adoputoloa
d/

都市整備部 道路室道路環境課

地元自治会・子ども会と、府・市等が協力して交通安全施設の清掃や樹木の剪定、地元と行
政との連携強化や、更なるボランティア活動の推進、地域での府民協働活動の拡大などを通
じ、地域の活性化を図る。

年１回
地元自治会等
の団体

都市整備部 道路室道路環境課

自主的かつ継続的に海岸や港湾の美化活動を行う地元自治会や市民グループなどの団体
に対して、清掃活動実施の際の掃除道具の貸出等を行う。

通年
地元自治会・企
業等の団体

府管理海岸

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kowan/fuminkyodo-
kikikanri/adoptseaside.ht
ml

大阪港湾局 泉州港湾・海岸部総務運営課

大阪府と大阪市で、環境に配慮した建築物の優れた取組みを紹介するパンフレットを民間団
体の協力により作成し、府民や関係団体等に配布しました。

2月頃
府民・事業者・
行政

http://www.pref.osaka.lg.j
p/kenshi_shinsa/casbee_in
dex_html/

都市整備部 建築環境課

環境問題を含む消費者問題について、調査・研究など行う消費者団体・グループに対し、そ
の成果を発表する場を提供する。

11月中旬～12
月上旬

消費者団体等
WEB

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/dantai/inde
x.html

府民文化部 消費生活センター

府民協働での公園管理を進めるため、花壇や竹林の管理や、森づくり活動などを、NPO法人
等に委託して実施している。

通年 NPO法人等 万博記念公園
http://www.expo70-
park.jp/

府民文化部 日本万国博覧会記念公園
万博記念公園の管理における府民
協働

消費者団体への支援・育成事業

国道480号外リフレッシュ活動

大和川・石川クリーン作戦

大阪アドプト・ロード・プログラム

アドプト・シーサイド・プログラム

おおさか環境にやさしい建築表彰
作品集

泉佐野丘陵緑地

環境教育に係る各種イベント・講演
会等への講師の派遣

大阪アドプト・リバー・プログラム

笑働OSAKA

みんなで育てる花いっぱいプロジェ
クト

企業との連携による冒険の森づくり
事業

「市民団体水辺に親しむ会」支援事
業

環境学習等のプログラムを用いた
環境教育・保全に関わる各種団体
支援
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